
（福岡・東京・大阪・札幌限定）

・リトレーニングが正しくできているか不安だ 
・1ヶ月も待てない。今すぐに始めたい！ 
・オンラインのように決まった時間を作れない

・その場で大きく身体を変化させたい 
・感覚や身体の軸のずれを修正したい 
・一人でリトレーニングする自信がない

今すぐ解決方法を知りたい！

身体を直接診てほしい！

・施術してほしいけど遠い 
・忙しくて動画を撮る時間がない 
・リアルタイムでリトレーニング指導してほしい

遠方かつ動画が撮れない！

メリット デメリット

・申込翌日からすぐにスタート 
・返信が優先的にもらえる 
・継続サポートがありお得！

・動画を撮る時間が必要 
・リアルタイムで修正が難しい 
・感覚のズレは解決できない

メリット デメリット

・その場で大きく変化を感じれる 
・筋力の左右差など細かく身体の 
　状態が分かる

・出張費がかかる(東京・大阪・札幌) 
・1日の人数が限られているので 
　予約が取りにくい

メリット デメリット

・その場でリトレーニングの修正が 
　できる 
・継続サポートがありお得！

・予約が取りにくいことがある 
・時間が短く(20分or40分)聞ける 
　ことが限られている

動画
サポート

オススメは

施術
サポート

オススメは

オンライン
サポート

オススメは

(実際のオンライン風景)

（実際に送ってもらった動画）

3ページへ

4ページへ

5ページへ



局所性ジストニア改善のための 
ガイドライン2022

これまでの改善者の平均月数を計算したところ、平均8ヶ月でした。(最短1ヶ月、最長
14ヶ月)そして、その改善までの道筋は、下記のグラフのような結果でした。  
長くても6ヶ月でパフォーマンス（走りやすさや文字の書きやすさ、演奏のしやすさな
ど）に変化（技術変化点）が出てきます。それまでの変化は、リトレーニングの回数
の変化や、日常生活での変化など小さな変化になります。この変化に気づくことがと
ても大切です。
最初の2ヶ月で土台の筋力を作って、2～4ヶ月目で各関節全ての基本となる動きを獲得
します。その後に、4～6ヶ月で様々な関節の組み合わせの動きのパターンを練習して
脳の中にある運動プログラムを書き換えていきます。この頃になると、多くの方がパ
フォーマンスに大きな変化を感じることが多いです。そこから6～8ヶ月では、失われ
た技術を取り戻し、さらに磨いていく過程に入ります。（2ヶ月ごとに区切っているの
は、たくさんの研究で筋力がつくのに2ヶ月かかると言われているからです。） 
この期間を参考に料金表の期間は決められています。是非、参考にしてご検討くださ
い。

参考
資料

1

症状 
Max

症状 
なし

0 2 4 6 8

技術変化点

※グラフは実際の改善例を元に作成されています。

A
B

C

（ヶ月）



オンラインサポートお試し料金オンラインサポートお試し料金

とってもお得なセット料金表
※2022年4月～

オンライン
サポート

1 初回お試しセット

動画
サポート

＋

＋
動画サポートDプランお試し料金動画サポートDプランお試し料金

5,000円/20分

3

\ 予
算別
 /

わか
りや
すい

8,000円 0円

※初回オンライン予約日直前の30日間限定
※SNS掲載が難しい場合は、別途3000円かかります

2

2

5,000円

予約当日までにかかるのは

だけ

\ 一番人気 /

定番オンライン3ヶ月セット

＋
39,000円

20,000円

オンライン継続サポート料金オンライン継続サポート料金

動画継続サポート料金動画継続サポート料金
(月2回20分×3ヶ月)

(月10本×3ヶ月) 0円

※動画本数の追加は、1本(分)500円になります
※お支払いは、原則一括でお願いします
※SNS掲載が難しい場合は、別途3000円必要です13,000円

ひと月にかかるのは

だけ

長期サポート8ヶ月以上セット

＋
6,000円/月

8,000円/月

オンライン継続サポート料金オンライン継続サポート料金

動画継続サポート料金動画継続サポート料金
(月1回20分×8ヶ月以上)

(無制限×8ヶ月以上)
4000円

※オンラインを追加する場合、単発料金が追加されます
※お支払いは、毎月払い（会費ペイにて徴収）で、解約などは利用規約に則ります。
※土日祝日の返信をご希望の場合、別途5000円必要です

10,000円

ひと月にかかるのは

だけ



5,000円/20分サポートお試し料金サポートお試し料金

オンラインサポート風景

継続サポート料金継続サポート料金
20分/回 3ヶ月 6ヶ月 8ヶ月～

1回/月 21,000円 39,000円 6,000円/月

2回/月 39,000円 72,000円 10,000円/月

4回/月 72,000円 132,000円 19,000円/月

サポートお試し料金サポートお試し料金 8,000円/40分

※1.継続サポート（3ヶ月、6ヶ月）は原則一括払いとなります。8ヶ月～プランのみ毎月払い（会費ペイにて徴収）で、解約
などは利用規約に則ります。日程のキャンセルや変更は前日まで無料。当日キャンセルの場合100％キャンセル料金が発生し
ます。原則、返金や予約日当日の振替はできませんのでご留意ください。

継続サポート料金継続サポート料金

料金表
※2022年4月～

オンライン
サポート

1 オンラインサポート20

2

あなたの身体に合わせた改善方法を見つけていく

オンラインサポート40
改善方法に加えて個別トレーニング指導まで受けれる

3

※2回目以降、単発料金は、8,000円/20分

※2回目以降、単発料金は、10,000円/40分

※1.継続サポート（3ヶ月、6ヶ月）は原則一括払いとなります。8ヶ月～プランのみ毎月払い（会費ペイにて徴収）で、解約
などは利用規約に則ります。日程のキャンセルや変更は前日まで無料。当日キャンセルの場合100％キャンセル料金が発生し
ます。原則、返金や予約日当日の振替はできませんのでご留意ください。

40分/回 3ヶ月 6ヶ月 8ヶ月～

1回/月 27,000円 51,000円 9,000円/月

2回/月 51,000円 96,000円 15,000円/月

4回/月 96,000円 180,000円 28,000円/月



料金表
※2022年4月～

8,000円/初月サポートお試し料金サポートお試し料金

継続サポート料金継続サポート料金
本数無制限

※1.動画をデバイスに保存せずに、その場での分析にのみ使用させていただきます。
※2.継続サポート（1ヶ月、3ヶ月）は、原則一括払いで、返金はできませんのでご留意ください。
※3.1ヶ月とは、1日から31日の期間になります。月途中でも1ヶ月分の料金がかかりますのでご注意ください。
※4.8ヶ月～プランのみ毎月払い（会費ペイにて徴収）で、解約などは利用規約に則ります。
※5.本数を超えた場合、1本500円で追加可能です。

1

2

動画
サポート

返信は平日のみになるので、2～3日かかることもあります。

動画サポート『D』プラン

4

（動画1本の長さは1分未満でお願いします。）

動画サポート『Premium』プラン
10,000円/初月サポートお試し料金サポートお試し料金

継続サポート料金継続サポート料金
本数無制限

※1.施術やオンラインサポートなどですぐに返信できないこともありますが、原則即答を目指します。
※2.継続サポート（1ヶ月、3ヶ月）は、原則一括払いで、返金はできませんのでご留意ください。
※3.1ヶ月とは、1日から31日の期間になります。月途中でも1ヶ月分の料金がかかりますのでご注意ください。
※4.8ヶ月～プランのみ毎月払い（会費ペイにて徴収）で、解約などは利用規約に則ります。
※5.人数限定プランになりますので、可能かどうかはご確認お願いします。

（動画1本の長さに制限はありません。）

\ NE
W / 返信は土日祝日に関わらずその日に最優先でお返事いたします。

1ヶ月 3ヶ月 8ヶ月～

10本/月 7,000円 20,000円 6,000円/月

30本/月 8,000円 23,000円 7,000円/月

無制限 10,000円 28,000円 8,000円/月

1ヶ月 3ヶ月 8ヶ月～
無制限 15,000円 42,000円 13,000円/月



18,000円/60分施術通常料金施術通常料金 20,000円/90分

5,000円～90,000円/人
(内訳:航空料金、公共交通費、宿泊費、移動費、レンタルサロン費)

+ 出張料金

※出張時の人数で分割。航空料金の変動に伴い 出張料金も変動します。
※申込み確定後キャンセルした場合、出張料金の費用は返金できませんのでご注意ください。
※分割でのお支払いをご希望の方は、対応させていただきますのでご相談ください。

🛫
18,000円/60分施術通常料金施術通常料金 20,000円/90分

1,000円～1,500円/60分+ レンタルサロン料金🛏

※レンタルサロンは、60分ごとの契約が多いので、90分の場合は、120分の利用料金がかかります。
（同日に他の方が連続で入っている場合はこの限りではありません）
※福岡市内の出張は、最速の方法(有料無料問わず)で伺います。往復の合計時間が30分毎に500円か
かります。別途、都市高速料金など必要な場合は、そちらもご負担いただきます。

+ 出張往復料金 🚘 500円/30分＋都市高速料金

料金表
※2022年4月～

施術
サポート

施術を福岡で受ける場合1

施術を福岡以外で受ける場合（大阪、東京）2

新型コロナウイルスの状況を見ながら実施します
●緊急事態宣言が発令されている場所での出張施術は行いません
●終始マスク着用、アルコール消毒をお願いします
●原則、レンタルサロン料金や出張料金は前払いになります。万が一、キャ
ンセルされる場合は、レンタルサロンのキャンセル料金や、航空料金などの
各費用のキャンセル料金をご負担いただき、残金がある場合は振り込み手数
料を引いてご返金いたします

5



1日でも早く改善するために

　局所性ジストニアは、1830年代に「書痙」として初めて報告され、その当時は心理的なものとして
扱われていました。それから150年後の1980年代になってようやく脳の異常ということをMorsdenによ
って発見されたそうです。日本で定位脳手術が初めて行われたのは1997年です。つい最近のことです
ね。
　2014年に初めて局所性ジストニア(ぬけぬけ病)と私は出会い、研究し始めて8年目。それらの歴史と
比べるとまだまだひよっこです。それでも、合計450名以上の局所性ジストニアで悩んでいる方の症状
や改善過程を診させていただきました。2020年からオンラインサポートを始めたことで日本だけでな
く、アメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、ドイツ、ホンジュラスといった世界中の方と繋がり一
気に人数が増えたことで、新たな視点が手に入ってきている最中です。海外の方から直接聞いたここ
だけの話、世界もまだ手術やボトックス、投薬が主な改善方法とのことです。
　でもこの日本では、手術をせずに、投薬も注射も行わずに、あなたが日々行っているリトレーニン
グで成果(30％が完治して卒業されています)が少しずつ出てきています。ただ、リスクは少ないです
が、とても時間がかかります。この時間をどうにか早めたい。きっと、1日でも早く改善させたいと考
えている方は大勢いると思います。あなたもその中の一人だと思います。
　これまでの数年間は、局所性ジストニアの症状を作り出している原因を探し、改善方法を特定して
いく期間でした。これからは、1日でも早く改善できるような方法を探していく為に、もっといろんな
方の症状や改善過程を診ていく必要があると感じています。
　そこで、プランをスタートして3ヶ月後、あなたの症状が少しでも変化していた時には、同じような
症状でお困りの方や、パフォーマンスで伸び悩んでいる方を是非ご紹介いただけないでしょうか？一
人でも多くの症状を知ることで、様々な共通点を探し出すことができます。その共通点があなたの症
状を1日でも早く改善させていくことに繋がります。好きなことができなくなる悲しみを、当たり前に
出来ていたことが急に出来なくなった辛さを、この症状で悩んでいるあなたを救うために、私は人生
の大半を局所性ジストニアの研究に費やすことを心に決めて活動しています。
　もちろんジストニアで困っている方を見つける方法としては、広告という選択肢もあります。です
が、ご存知の通りそこに費用がかかり5～10％料金を値上げしなければいけなくなります。ですので、
まずは広告を打つ代わりに皆様に還元させてください。
●局所性ジストニアの症状でお悩みの方
●局所性ジストニアではないけど、身体が思うように動かずにパフォーマンスが伸び悩んでいる方
お知り合いにいましたら、ご紹介ください。ご紹介いただいた方には次のページのように割引させて
いただきます。

紹介
制度
 

スタ
ート

6

1830年代 1980年 1997年 2014年

書痙発見！

心の病

脳の異常!?
日本で 

定位脳手術開始
Retrain 
開始



\ よろしく /

初回お試しセット料金初回お試しセット料金

紹介する方もされる方もとってもおトク！
※2022年4月～

局所性ジストニアでお困りの方をご紹介いただくと？

5,000円

\ ご
紹介
を 
/

3ヶ
月経
って
 

変化
を感
じた
ら

無料

※一括払いの場合は、その料金の10％割引
※毎月払いの場合は、毎月10％割引
※オンライン終了時までに継続を決めた方のみ10％offになります。

7

10％OFF
継続すると

現在のプランに加えて

20％OFF
紹介した方が継続を決めた場合

よろしく 
お願いします

通常
価格

さらに

全プラン

ご紹介いただいたあなたにはこちら↓

紹介された方

紹介したあなた

動画サポートPremium 1ヶ月間

さらに

次のプラン

※一括払いの場合は、次のプランから20％OFFになります
※毎月払いの場合は、次月から20％割引になります

へ無料でご招待

翌月
からまたは



■第１条（目的） 

本規約は、西山祐二朗（以下「甲」といいます）が「月額プラン」（以下「本サー
ビス」といいます）において利用申込者（以下「乙」といいます）と甲との間にお
いて適用されます。本サービスの利用にあたっては、本規約が適用されます。 

■第２条（本サービス） 

乙は本サービスにおいて、申込み以降にサービスを受けることができます。なお、
申込み日が属する月から、乙が自動更新停止の手続きをされるまで、本サービスは
自動継続します。 

■第３条（申込み） 

１．乙は、本規約の内容に同意した上で、甲所定の方法によりサービス利用の申込
みを行うものとします。 
２．乙は、申込みの際に申告した事項につき、変更のあったときは、甲所定の方法
により変更の手続を行うものとします。 

■第４条（サービス利用開始日） 

１．乙は本サービスを申込まれたその日よりサービスの予約・利用をできるものと
します。 

■第５条（サービス利用期間） 

乙は、本サービス利用期間中、各月1日から末日まで、サービスを利用できるものと
します。 

月額プラン利用規約



■第６条（解約） 

乙は、本サービスの自動更新を停止したい場合、甲所定の方法により解約の申出を
行うものとします。解約を希望する月の前月10日までにお申し出ください。 
例）5月分から解約を行いたい場合、4月10日までに申し出ください。4月10日を過
ぎてしまった場合、5月分の月額料金は頂戴し6月分より解約となります。 
日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。 
ただし、甲都合の解約の場合はこの限りではありません。  

■第７条（サービス利用料金） 

本サービスの利用料金は、月極で課金されるものとし、かかる課金の計算期間は毎
月1日から末日までとします。 

■第８条（支払） 

１．月額サービス利用料金の支払は、株式会社メタップスペイメントの会費ペイを利
用するものとします。 
２．乙は、株式会社メタップスペイメントの規約に基づきサービス利用料金を支払う
ものとします。 
３．海外からの申込みについては、弊社が管理運営するサーバが日本国内にあるこ
とから消費税が課税されます。 
４．乙とクレジットカード会社との間でサービス利用料金の支払に関し紛争が生じ
た場合、乙とクレジットカード会社間において処理・解決するものとします。 
５．乙より支払われたサービス利用料金について、甲は、甲の故意・重過失により
乙に損害が生じた場合を除き、理由の如何を問わずサービス利用料金の返金はしま
せん。 

2021年10月1日　制定 


